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はじめに 
  

平成３０年版高齢社会白書によると平成２９年１０月１日現在、我が国の総人口

は１億２，６７１万人、６５歳以上人口は３，５１５万人となり、総人口に占める割合

（高齢化率）は２７．７％となっています。６５歳以上人口は、「団塊の世代」が７５歳

以上となる２０２５年に３，６７７万人に達すると見込まれ、その後も増加傾向が続

きます。そして、２０４２年には３，９３５万人でピークを迎え、その後、減少に転じる

と推計されています。 総人口が減少する中で高齢化率は上昇を続け、２０３６年

に３３．３％で３人に１人が６５歳以上になると推計されています。 

このように少子高齢化が急速に進展し、労働力人口が減少していく中で、働く意

欲のある高齢者が活躍し続けることができる「生涯現役社会」を実現することがま

すます重要になっています。 

国においては、平成３０年２月に策定された「高齢社会対策要綱」の中で、「高齢

者の体力的年齢は若くなっている。また、就業・地域活動など何らかの形で社会と

の関わりを持つことについての意欲も高い。６５歳以上を一律に『高齢者』と見る

一般的な傾向は、現状に照らせばもはや、現実的なものではなくなりつつある。７

０歳やそれ以降でも、個々人の意欲・能力に応じた力を発揮できる時代が到来して

おり、『高齢者を支える』発想とともに、意欲ある高齢者の能力発揮を可能にする

社会環境を整えることが必要である。」と記述されています。 

シルバー人材センターは、こうした社会的要請の一翼を担いつつ、会員が生きが

いを持って活動できるよう、豊かな知識と経験を活かせる仕事を開拓し、これまで

以上に働く意欲のある高齢者の受け皿となれるよう、地域ニーズに応えた事業展

開を図っていく必要があります。 

 今後は、この計画を５年間の指針として「会員の拡大」を目指し、事業運営に取り

組んでまいりますので、関係各位のより一層のご支援、ご協力をお願い申し上げま

す。 

 

 

 

平成３１年３月 

 

 

公益社団法人 三条市シルバー人材センター 

                             理事長  金 子   武 
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Ⅰ 経営計画の策定趣旨 
 

 公益社団法人三条市シルバー人材センターは、昭和５７年１１月に設立、現役を引

退した高年齢者がその持てる経験、技能、知識を活かし、就業等を通して地域で活

躍、ひいては自らの生きがい作り、地域活性化に寄与することを目的に３６年にわ

たり事業を推進してまいりました。 

その間、当センターでは、次のような計画を策定してまいりました。 

①平成 ８年度～平成１７年度（１０年）「事業拡大計画、中・長期目標」 

②平成１８年度～平成２２年度（ ５年）「中期計画」 

③平成２３年度～平成２５年度（ ３年）「経営計画」 

④平成２４年度～平成２８年度（ ５年）「経営改善方針」 

⑤平成２６年度～平成３０年度（ ５年）「経営計画」 

シルバー人材センターの事業運営は、景気動向などの経済環境に大きく左右

されますが、平成２６年度から平成３０年度の経営計画期間中を総体として振り

返って見ると、我が国経済はアベノミクスの推進により、雇用・所得環境の改善

が続く中で、緩やかに回復した５年間でした。 

こうした状況の中、当センターの事業実施状況を数値目標別に見ると、 

〇「会員数１，０００人以上」の数値目標 

計画期間の２年目で達成し、以後、当センター史上最高の４年連続で千人を

超えることができました。継続雇用制度導入後、定年退職者のほとんどが継

続雇用を希望するという厳しい減少要因のある中で、多様な働きかけが会員

確保に結び付いたものです。 

〇「契約金額４６０，０００千円以上」の数値目標 

計画期間初年度で達成しました。以後、５年連続で増加したため目標を大き

く上回っています。これは適正就業の観点から「適正就業ガイドライン」を遵守

し、派遣事業の積極的拡大、請負・委任契約から派遣契約への移行を確実に推

進した結果です。   

〇「受注件数７，０００件以上」の数値目標 

計画期間３年目までは順調に目標を達成していましたが、４年目の平成２９

年度、家庭からの受注減が影響して減少に転じ、最終年度も目標達成には至

りませんでした。今後再び増加に転じるためには、剪定、除草など人手不足分

野の後継者を育成する新たな取り組みが必要です。 

  



以上のように概ね順調に推移した５年間でしたが、新たな課題が見つかった５

年間でもありました。 

このたび、経営計画の最終年次に当たり、現行計画を踏まえて、新たな経営計

画を策定することといたしました。 

今日の急速な高齢化と人口減少の中で、当センターが市内における存在意義

を高め、今後とも活力ある団体として存続していくためには、何が必要かと言え

ば、まずもって「会員の拡大」が最重要課題です。 

 

当センターは、生きがい就業を希望する高年齢者に対して 

就業の機会を提供していますが、会員が就業を通じて、 

「社会に貢献することに生きがいを感じるのか」 

「社会と結び付きを持つことに生きがいを感じるのか」 

「仕事そのものに生きがいを感じるのか」 

「仲間と協力し合うことに生きがいを感じるのか」、あるいは 

「収入を得ることに生きがいを感じるのか」 

は、人それぞれ違います。 

 

多様な市民、多様なニーズを取り込み、そして満足していただける組織となる

ことが会員の拡大には必要です。 

この会員拡大を最重要課題として掲げ、市内の高年齢者がこれからも充実し

た生活を送るために、地域の財産であるこの制度を活かし、持続させるための指

針として経営計画を策定いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

アピール① 

イメージの
刷新 

アピール② 

新たな 
魅力づくり 

アピール③ 

 

 

表彰・ポイント制度
の導入検討 

女性会員の拡大 

戦略的な広報活動 

会員からの声掛け 

 

安全就業 
適正就業 
の徹底 

推進体制
の充実・
強化 

Ⅱ 基本方針 

会員数はシルバー人材センターが市民に親しまれ浸透しているか、地域に受け

入れられているかを示す指標であり、安定した事業運営に繋げるための根幹です。 

本計画で定める全ての施策を会員拡大に繫げ、経営の好循環を目指します。 

  

←４つの取り組みに 

ひと工夫 

新たな視点で 

４つの取り組み→ 

相乗効果による好循環 



Ⅲ 計画期間 
本計画の計画期間は、２０１９（平成３１）年度から２０２３年度までの５年間とし、

必要に応じて見直しを行うこととします。 

 

 

Ⅳ 数値目標 
明確な目標設定を行い、役職員が認識を共有し、プラス思考、攻めの姿勢に 

より組織全体で取り組み、進行管理を徹底します。 

数値目標は下記表のとおりとします。 

 

●「会員数」 

  毎年１０人増で、２０２３年度に１，０７０人以上を目標とします。 

 

●「受注件数」 

  毎年１００件増で、２０２３年度に７，２００件以上を目標とします。 

 

●「契約金額」 

  毎年２，０００千円増で、２０２３年度に５２０，０００千円以上を目標とします。 

 

●「就業延人員」 

  毎年３００人日増で、２０２３年度に１１３，５００人日以上を目標とします。 

 

●「就業率」 

  毎年０．２％増で、２０２３年度に９１．４％以上を目標とします。 

 

 

事業数値目標（各年度末） 

 2017 年度

実績 

計  画  値 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

会員数（人） 1,015 1,030 1,040 1,050 1,060 1,070 

受注件数（件） 6,614 6,800 6,900 7,000 7,100 7,200 

契約金額（千円） 497,907 512,000 514,000 516,000 518,000 520,000 

就業延人員（人日） 111,101 112,300 112,600 112,900 113.200 113,500 

就業率（％） 90.2 90.6 90.8 91.0 91.2 91.4 

※各数値は派遣を含む数値  



Ⅴ 会員拡大のための個別目標 
数値目標の中で最も重要な会員数の目標を達成するには、「会員数は年間何

人増を目指す」といった取り組みでは実現は困難と考え、一つ一つの項目ごとに

個別目標を設定して取り組みます。そして、その積み上げによって会員拡大の数

値目標を目指します。 

会員拡大のための個別目標は下記表のとおりとします。２０２０年度以降の個

別目標は各年度の事業計画の中で設定します。 

 

 2017

年度 

実績 

2019

年度 

目標 

 

説  明 

男性会員数 668 673 5人以上増 

女性会員数 347 357 10人以上増 

入会説明会参加者数 248 268 20人増 

入会説明会参加者数（ハローワークを除く） 166 176 10人増 

入会者数 120 135 15人増 

  内 男性入会者数 72 77 5人増 

  内 女性入会者数 48 58 10人増 

退会者数 120 105 15人減 

内 75歳未満の退会者数 68 60 8人減 

粗入会率（％） 2.7 2.7 現状維持 

  内 男性入会率 4.0 4.0   〃 

  内 女性入会率 1.7 1.7   〃 

1会員 1名入会促進運動の紹介カード数 3 18 各地区 2人 

内 上記取り組みによる入会者数 3 9 各地区 1人 

年度末会費無料キャンペーン中の入会実績 31 41 10人増 

会員加入促進活動創出員による入会実績 3 5 2人増 

配偶者の入会促進  夫婦会員数 25 27 2組増 

プラチナ会員数 － 10 10人増 

※ 注１ 入会者数 15人増加、退会者数 15人減少の個別目標を設定し、年度末会員数 

15人以上増加の目標達成を目指します。 

  注２ 計画期間中は会員数が増加したとしても、それ以上に高齢者人口の増加傾向

が続くと見込まれるため、粗入会率は現状維持を目指します。 

 

  



Ⅵ 取り組み・重点施策 

１ 会員の拡大 

全国シルバー人材センター事業協会では、平成３０年３月、「生きがいと地域

のニーズを結ぶ」 シルバー人材センターを目指して、「第 2 次会員１００万人達

成計画」を策定し推進しています。 

当センターも会員拡大を最重要課題として推進します。会員数の大幅な拡大

を目指すためには、センターの全ての活動を会員拡大に繋げる必要があります。 

そのため、Ⅱの基本方針で示した「会員拡大のための３つのアピール」、「４つ

の取り組みにひと工夫」、「新たな視点で４つの取り組み」を実施します。 

 

（１）会員拡大のための３つのアピール 
 

 

 

 

一般的には略称「シルバー」が定着していますが、「シルバー」には、一世代前

のお年寄りのイメージであったり、剪定、除草、清掃等のイメージが強く、一定

の市民層には入会を敬遠されがちな面があります。より幅広い市民層を開拓

するため、イメージ刷新を目指します。 

①創立４０周年記念事業（２０２２年）の中で愛称、略称によるイメージ刷新

を検討します。仮称「ワークサロン」についてもイメージ刷新に繋がる名

称とします。 

②「シルバー会員として就業、活動等を続けることが健康寿命を延ばすこと

に繋がる。」という健康寿命を切り口としたイメージ、情報を発信します。 

③シルバーフェスタを開催し、現在のシルバーを知ってもらうとともに、

様々な媒体による広報を展開することで積極的に活動を紹介して、既存

のイメージを刷新します。また、市民を巻き込んだイベントの開催や会

員、市民を対象にした就業支援セミナーを開催し、イメージ刷新に繋がる

普及啓発を行います。 

 

  

アピール その１ 

～ イメージの刷新 ～ 



 

 

 

会員を増やすため、より多くの就業機会を提供するとともに、就業以外の 

魅力を高め、その魅力を発信します。 

 

①仮称「ワークサロン」を活用した働く場、憩いの場・楽しみの場を創出し、

提供します。地域に根差した仕事（地域貢献）、ボランティア、楽しみの

場、仲間作りの機会など多様な事業活動を推進します。 

②市内のお店と提携し、会員が会員証を提示すると割引（がんばる高齢者

を応援）が受けられる会員優待サービスの導入を検討します。 

※当センターの楽しみの場は、これまで互助会の活動がその役割を担ってきまし

たが、仮称「ワークサロン」の整備に合わせて、互助会のサークル活動の充実を

図るなど、これまで以上に互助会との連携を強化し、楽しみの場の充実とその

魅力の発信に努めます。 

 

 

 

 

 

 

「入会しても自分に合った仕事がない」と思って入会を躊躇している人が

多いことから、「入会すれば必ず仕事はある」を発信し、多様な職種、働き

方をアピールします。 

①派遣の就業時間が緩和された業種は、週３０時間まで働けることを積極

的にＰＲし、もっと仕事をしたいと思っている人にアピールします。 

②７５歳以上を「ゴールド世代」と位置付けた積極的な取り組みで後期高

齢者の就業機会アップをアピールします。 

③インフォーマルサービス、子育て支援サービス、ワンコインちょこっとサ

ービス、有償ボランティアなど社会貢献性のある就業をアピールしま

す。 

④パソコンチエブクロー隊の活躍を発信して、ホワイトカラー系の就業を

アピールします。 

アピール その２ 

～ 新たな魅力づくり ～ 

アピール その３ 

～ それぞれの希望に見合った 
多様な働き方があること ～ 



（２） ４つの取り組みにひと工夫 

現在すでに行っている会員拡大策の中には、良い取り組みであっても成果が

伴っていない取り組みが見受けられます。もうひと手間、もうひと工夫加えるこ

とで、より有効な取り組みに再構築します。 

 

 

 

 

 

会員の拡大を進める中で、女性会員の活力はセンター運営に欠かせないこ

とから、特に女性の入会促進を強化します。男性は６５歳までの雇用確保措置

を選択されるケースが多くなっていますが、この世代の女性は男性よりその対

象者が少なく、子育てを終えて比較的時間に余裕のある人が多く見受けられ

ます。６０代の女性をターゲットにした取り組みを強化します。 

①女性会員の企画により、就業以外の趣味やおしゃれ、美容、健康など 

女性に歓迎される「楽しい」イベントを開催します。 

②親しみやすい愛称を募集し、女性部会の設置を検討します。 

③多様な女性の仕事があることをアピールします。 

女性会員に特化したチラシの作成         女性の就業体験を発信 

女性会員を活用した入会促進スタッフの配置  女性限定の入会説明会 
 

 

 

 

 

 

 

会員を拡大するためには、会員からの声掛けによりシルバーの良いイメージ

が発信されることが重要です。 

①表彰・ポイント制度の導入を検討したうえで、１会員１名入会促進運動を

実施します。 

②配偶者入会割引制度を検討したうえで、配偶者の入会促進運動を実施

します。 

 

ひと工夫 その１ 

～ 女性会員の拡大 ～ 

ひと工夫 その２ 

～ 会員からの声掛け ～ 



ひと工夫 その３ 

 入会説明会～入会～就業機会の提供までの流れの見直し  
①入会説明会は、いずれ会員となる市民に対してシルバー人材センター 
という商品を売り込む「プレゼンテーションの場」であるという視点から 
構成や説明の仕方などを見直します。 

・入会説明会の内容を明るいイメージ、信頼できる内容にし、視覚・聴覚 

両面から伝えることを重視して見直します。 

②入会説明会の参加者を増やします。 

・協力していただける自治会には、チラシの配布又は回覧をお願いする

とともに要望があれば出前説明会も検討します。また、入会率の低い地

区では、毎月地区を決めたポスティングを実施します。 

・女性に歓迎される「楽しい」イベント開催後、日を改めて女性限定の入会

説明会を実施します。 

③即日入会を増やす工夫によって、説明会参加者の入会率を上げます。 

④入会直後のやる気に満ちた会員は、就業に対して前向きでセンターとの
信頼関係も築き易いため、入会後 2週間以内に就業案内を行います。 

・新入会員からは「入会してすぐに仕事の提供、案内があった。」 すぐ仕

事に就いた会員からは「入会してすぐに仕事に就けた、仲間ができた。」

というプラスのイメージが友人、知人に伝わることになれば入会希望者

が増える好循環が期待できます。 
 

 

 

 

 

①年度末会費無料キャンペーンを実施します。 

②年間の「広報計画」、「講習会計画」、「入会説明会計画」をそれぞれ早期に
作成し、三つをマッチングすることで相乗効果を狙います。 

・シルバーだより、事務局だよりの充実を図るとともに広報さんじょう、 

地元紙の広告と記事、地元ＦＭラジオを使い分け、より有効な広報戦略

を構築します。 

・マスコミ等には積極的に情報を提供し、様々な活動を報道してもらうこ

とで、イメージ刷新と普及啓発を図ります。 

③目的を絞った広報活動を実施します。 

・女性会員の獲得、人手不足分野の会員獲得、入会率の低い地域の会員

増強など 

④センターの紹介、会員インタビューなどセンターの DVD を製作し普及 
啓発に活用します。 

ひと工夫 その4 

～ 戦略的な広報活動 ～ 



新たな視点 その１ 

～シニアパートナー制度（仮入会制度）の導入検討～ 

（３）新たな視点で４つの取り組み 

新たな会員拡大策は、時代や環境にあった新たな視点・発想で考え得る様々

な拡大策を導入し、果敢に取り組みます。 

 

 

  

 

①入会しても仕事がないのではないかという不安から入会を躊躇してい
る人のために、シニアパートナー制度の導入を検討します。 

・シニアパートナーは登録無料で、資格、特技、希望する仕事を登録す
るだけで、センターは登録された情報をもとに仕事を開拓し、希望

にマッチした仕事があったときに連絡をします。就業される時点で
入会していただく制度です。 

②シニアパートナー制度が導入された場合 

・ハローワークを会場とした入会説明会参加者は、保険給付中の人が多

いため、保険給付終了までの間、シニアパートナーへの登録を推奨しま
す。 
・セカンドライフ応援ステーションとの連携を密にし、セカンドライフ登録
者には、チラシ等によりシニアパートナー制度のメリットの周知に努め
ます。 

 

 

 

 

 

 

 

①会員にインセンティブを与えて、センターの運営等に対する様々な貢献

をポイントにより評価する表彰・ポイント制度の導入を検討します。 

・ポイント対象の例示  

理事、監事、地区委員、連絡員等役員の就任 

総会、地区会議、地区ボランティア等の参加 

１会員１名入会促進運動などの実績 
 

 

 

新たな視点 その２ 

～ 表彰・ポイント制度の導入検討 ～ 



 

 

 

 

①インターネット仮入会（入会手続きは別途必要）を検討します。 

・新たな視点その１「シニアパートナー制度」の導入検討に合わせ
て、インターネットによる手続きを可能とするかどうかも検討しま
す。 

②インターネット入会について調査・研究し、将来の導入に備えます。 

 

 

 

 

 

 

①プラチナ会員制度を検討します。 

・プラチナ会員は、年齢や体力的な理由により就業はしないが、総
会への出席やサークル活動、ボランティア、イベント等の各行事
に参加し、健康の維持、生きがいの充実、良い仲間づくりを続け
ていくことができる制度。理事会の承認後、正式にプラチナ会員
として登録されると会費が割引され安くなります。 

②「加齢」、「病気や家族の介護等」を理由とする退会者を減らします。 

・病気や家族の介護等で一年間就業できない会員には、会費免除
の制度があることを説明し、該当者から手続きをしてもらうこと
で退会を抑制します。 

・加齢による退会者の中には、ライフスタイルとして仕事は何歳ま
でと決めている人がいます。会員活動が健康寿命を延ばすこと
を常日頃からアピールし続けることで退会を抑止します。 

③入会後の迅速な就業機会の提供、未就業会員への声掛けにより、「そ
の他で就職した」、「希望する仕事なし」、「就業機会なし」を理由とする
退会者を減らします。内部作業等は未就業会員に優先して提供しま
す。 

④退会の動機付けとならないような会費徴収方法への見直しを検討し
ます。 

  

新たな視点 その3 

インターネットを利用した入会手続きの簡素化の検討 

新たな視点 その4 

退会の抑止（プラチナ会員制度の検討） 



２ 就業機会の拡大 

６５歳までの継続雇用制度が定着していますが、この制度は今後、７０歳まで

の延長が検討されています。そうなれば入会年齢は益々上がることになります

ので、これまでとは違った就業内容や条件を希望する会員の増加が予想されま

す。 

困難な状況を乗り越え、就業機会拡大を会員拡大に結び付け、その相乗効果

によって経営の好循環を目指します。 

（１）仕事の質を高め、お客様の満足度を上げ、そのクチコミ効果により
拡大を目指します。 

①発注者を増やす最大の決め手は仕事の質です。マナー研修、コミュニケー
ション研修、安全・技能講習など職種別研修と能力開発に力を注ぎます。 

（２）就業機会創出員による就業開拓を行います。 

①就業時間が緩和された業種の派遣先事業所に対して意向確認等の調整
を行うとともに、この機を捉えて「シルバー派遣の就業時間の拡大」を積
極的にアピールした就業開拓を行います。 

②未就業会員の希望職種、個々の会員の事情を十分把握した上で就業開
拓を行います。 

③女性会員拡大の受け皿となるよう、女性会員による就業開拓を行いま
す。 

（３）「空き家管理等ふるさと安心代行サービス事業」を実施します。 

①空き家、空き地の維持管理、墓地の管理等を行います。 

②ふるさとに残っている高齢の親等の困り事を遠方在住の子に代わって
手伝い、生活支援を行います。 

（４）７５歳以上をゴールド世代と位置付け、ゴールド世代の就業機会を
創出します。 

①７５歳以上の元気な会員については「お試し就業」を通して、ひと昔前の
７５歳以上の高齢者との違いをお客様にアピールします。 

②地域貢献性のある「ワンコイン・ちょこっとサービス」など会員の体に負
担の少ない業務を推進します。 

③就業が比較的困難な会員（自動車が運転できない移動困難な会員や高
齢で一般就業が厳しくなっている会員）を対象とした内職仕事を開拓し

ます。 

  



（５）お客様の需要、期待に応える体制を整え、いただいた就業機会は
逃しません。 

①剪定、除草、冬囲いなどの人手不足の職種については、現在すでに受注
機会の一部を逸失しています。お客様の信頼が損なわれることのない
よう後継者の育成に取り組みます。 

②民間事業所から仕事の依頼があったとき、会員に公開する「お仕事情
報」に掲載したことをもって安心することなく、その後も速やかなマッ
チングを心掛けます。お客様の期待に応えなければ次の依頼はないと
肝に命じ、次に繋がる信頼関係を築きます。 

（６）未就業会員の期待に応えます。 

①入会後２週間以内に就業案内を行います。(再掲) 

②まずは一度、働く喜びを実感していただくため未就業会員、特に事務整
理職群に登録している会員には、希望職種に固執しないよう、登録職種
にとらわれない就業情報を提供します。 

③未就業会員への定期的な声掛けを大切にします。全ての会員から「会員
になってよかった。」と言ってもらえるよう就業率の向上を目指します。 

（７）就業時間に制約のある会員のため、短時間就業を開拓します。 

①短時間就業を希望する会員の就業先確保のため、現役世代の「業務集
中の緩和」、「本来業務の専念」のための短時間サポート就業を開拓しま
す。 

②働き方が制約された複数人でシェアして請け負うチームマッチングを検
討します。 

（８）新たな事業分野を開拓します。 

①資格・技術を持った会員を活かすため、会員のスキル・資格・特技等をリ

ストアップし、新たな職群班を設けて就業開拓します。 

②ホワイトカラー層の女性が、職種変更を受け入れやすい就業の場の開
拓と新規事業の企画を提案します。 

③会員の企画・立案による「やりたい事業・できる仕事」を募集し、独自事
業として採用します。 

④シルバー会員を使ってみたくなるような新しい切り口の仕事を企業に
提案し、企業等とコラボした新規分野での講習、就業を検討します。 

 

  



３ 安全就業、適正就業の徹底 

（１）安全就業 

会員の平均年齢は７２歳を超えており、安全就業

は全てに優先する事項です。加齢による身体の衰え、

慣れによる慢心、過信による事故がその大半を占め

ますが、これらの事故は安全対策の徹底やルールを

遵守することにより防ぐことができます。事故ゼロを

目指し安全就業を徹底します。 

 

①業務内容の確認に当たり、就業条件が「安全就業基準」に合致している
かを適切に精査・確認します。 

②安全パトロール体制を強化し、事故防止の観点から安全保護具未着用者
に対して、「より厳しいペナルティー」や「レッドカード制度」の導入を検討
します。 

③会員が就業中に第三者に対し損害を与え、損害賠償の必要が生じた場

合には、過失の程度等によりペナルティーを課する制度を検討します。 

④会員の健康維持・管理のために、健康診断の受診を強く勧奨するととも
に会員の健康状態の把握に努め、必要な対応を図ります。 

⑤作業別安全就業基準を見直します。高木の剪定や伐採に高さ制限を設
ける等により、新たに外作業にチャレンジする会員のハードルを下げ、よ
り一層安全に就業できるよう改善します。 

⑥気象条件が年々厳しさを増しています。世話人、世話人代理を対象にし
たリーダー研修会を開催し、実際の就業時における危険予知の徹底や安
全用具の点検・着用を徹底し、安全就業を推進します。 

⑦事故ゼロを目指すためには、類似の事故を繰り返さないことが重要で
す。 

・ヒヤリ・ハット（事故発生時の状況・心境、事故防止ポイント等）を「他人ご
と」ではなく、「自らのこと」として全会員が共有し、類似事故を防止しま
す。  

・樹木の伐採、機械草刈などの作業における安全講習会を実施し事故を
防止します。 

 

 

 

 



（２）適正就業 

   適正就業ガイドラインを遵守し、全ての業務における適正就業を徹底します。 

①請負・委任契約に馴染まない就業や不適切な就業について、発注者へ
の理解を求めながら派遣事業への切り替えを行います。 

②ローテーション就業の徹底及び長期就業の解消などワークシェアリング
を推進し、就業機会の公平化、適正化を図ります。 

③請負契約において、業務量に応じて一定の金額を設定する積算基準の
確立を図ります。 

④会員を対象とした適正就業フォローアップ研修を定期的に開催し、ガイ
ドラインの遵守を徹底します。 

 

 

コンプラ
イアンス

（法令順守）

請負

職業
紹介

委任

派遣



４ 推進体制の充実・強化 

会員拡大と就業拡大の相乗効果によって経営の好循環を目指すためには、お

客様と会員の満足度を上げ、そのクチコミ効果によってシルバーの良いイメージ

が発信されることが重要です。 

そのためには、「自主・自立、共働・共助」の理念に基づき、理事会や部会、地域

班や職群班、そして事務局等がそれぞれの職責・機能を最大限に果たすことが求

められます。センター事業の推進体制を充実し強化します。 

（１）理事会・部会等の充実・強化 

理事会は法人の業務執行に関する意思決定機関です。公益社団法人移行後、

その権限と責任は一層重要となっています。 

理事会や部会等を定期的に開催しながら事務局と情報や課題を共有し、会員

の意見が反映される組織運営に努めます。 

（２）事務局体制の強化 

   事業運営は理事会など会員の「自主・自立」の理念で推進されますが、それを

サポートする事務局の役割は極めて重要です。 

事務局の規模が大きすぎれば無駄が増え、小さすぎれば十分な機能を果たす

ことが困難になります。例えば、発注者の希望に速やかに応えることができなけ

れば発注者離れに繋がり、会員の希望に沿った就業機会の提供ができなければ

会員の退会に繋がります。 

適正な事務局の規模を維持したうえで事務局機能を高めるためには、これま

で以上に事務局内での「会員の力添え」が必要です。事務局内におけるルーティ

ーン業務（毎回決まって行う業務）、就業の調整などは会員への委託（会員活用）

を進め、職員はセンター業務の改善や業務拡大に繋がる企画、提案等に集中的

に取り組むことができるよう事務局体制を強化します。 

また、事務の効率化を図るためには、センターの情報・業務システムであるエイ

ジレスを最大限に活用した最新情報の共有化が必要です。マッチング業務が一

部の職員に集中することなく、事務局内の誰もが最新情報を活用した「会員と仕

事のマッチング」、「スムーズな就業機会の提供」を行うことで、全てのお客様や

会員に対してきめ細かに対応できる体制を整えます。 

  



（３）施設の整備 

特定費用準備資金を活用して、会員と市民の憩いの場・楽しみの場と会員のワ

ークスペースを兼ね備えた、仮称「ワークサロン」を整備し、会員の生きがいと楽

しみの場の充実を図るとともに会員と市民の交流の場として活用します。 

その他の特定費用準備資金についても計画的に有効活用し、公益目的事業の

拡大に繋がる事業を展開します。 

（４）財政基盤の確保 

国の補助金動向を把握し、その補助目的と地域課題を踏まえ、有効に活用で

きる国庫補助金の確保を図ります。 

市との情報交換を密に行い、市が行う高齢者就業をめぐる諸施策においてそ

の方向性を合致させ、連携して取り組むことにより、市補助金の確保を図ります。 

事業の安定的な運営を図るため、財政状況を分析の上、費用対効果を踏まえ

た事業運営経費の見直しを図り、自主財源の確保に努めます。 

（５）地域班、職群班のあり方 

地域班、職群班はシルバーの理念である「自主・自立、共働・共助」を体現する

組織の一つです。会員の自主的な活動を促進し、会員の参画意識や連帯感を育

むうえで重要な役割を果すものです。 

地域班を設置してから長い年月が経過し、各班の会員数にバラつきが生じて

いるため、地域班の班割の見直しを検討します。そのうえで、改めて地域班の連

帯意識を高め、会員増強、就業開拓の機能を一層強化します。 

職群班の新設を推進し、資格・技術を持った会員を活かした就業開拓に取り組

みます。 

 

１７ 
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共働 共助


